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地域発の成長戦略は実現するのか 

～求められる官民の資源を活かした 

多様性を高めるネットワークの形成～ 

北海道大学公共政策大学院教授 蛯子 准吏 

アベノミクスの発動より１年が経過した。景況感、株価、失業率等の経済指標の改善が見られ、日本

経済が長期低迷から脱却し回復基調にあるとの実感が湧きつつある。この好循環を持続的なものとする

ためには、富を生み出すための力、アベノミクスの第三の矢である成長戦略を軌道にのせることが求め

られる。消費税率引き上げ等、国民負担の増加が意識される中、持続的な成長に向けた実効性のある取

組が期待される。 

本年１月に産業競争力会議が「施策の具体化に結び付けていくべき課題」を取りまとめた「成長戦略

進化のための今後の検討方針（案）」では、「世界トップレベルの活動しやすい環境の実現」、「成長産業

と見做されてこなかった分野を新たな日本の成長エンジンに育て上げる」、「成長の果実を地域・中小企

業に波及させていくとともに、持続可能性のある新たな地域構造を創り上げていく」の３つの視点から

検討を進めるとしている。同指針では、第一の視点で経済活動の基盤を創り、第二の視点でその基盤を

もとに経済成長のエンジンをつくり、第三の視点でその成長の果実を地域・中小企業に波及させるとの

ロードマップを描いているようにも読み取れる。回復基調にある経済動向、経済政策の優先度等を踏ま

えると概ね適切な政策であると評価されるが、気になる点もある。都市部で産み出した富を地方部に分

配する従来の経済政策の延長線上にある分配型経済成長モデルに近接性のある取組が、我が国を取り巻

く外部・内部環境の中で政策の連続性と実効性を担保できるのかとの懸念である。 

成長戦略の肝要は企業等の民間の稼ぐ力の向上と雇用の創出である。そのための政策の柱が経済活動

のシステムの見直しをはかることであれば、少子高齢化の進行とグローバル化の進展という我が国を取

り巻く２つの環境変化に適合したシステムとなる必要がある。経済活動のネットワーク化が進展し、イ

ノベーション、生産活動、物流等、あらゆる経済活動のスピードが加速度的に高まり不確実性も高まる

中、高度成長期のように即効性があり一定の持続的効果が見込める成長戦略を立案できる環境にはない

構造的変化を迎えていることを念頭に置く必要がある。企業等の調達には多様な選択肢があり、成長エ

ンジンとなる分野が産み出されても、その経済活動が地域に波及し雇用を創出するとは限らない。特に

大きな富を産み出す可能性のある分野であればあるほど、国際的な競争が激化しコスト競争に巻き込ま

れ、結果として地域に成長の果実が波及しないジレンマを抱える可能性が高まる。上流から下流に成長

の果実が波及する成長モデルは、有効ではあるものの従前に比べその継続性と波及範囲は限定的になら

ざるを得ない。 

求められる政策の方向性は何か。同方針が示している通り、「2050 年頃を見据えた中長期的発展のた

めの国のあるべき将来像」を地域主導で進めることがその一つの解となろう。そのあるべき姿のモデル

の一つが、様々な主体が結びついた多様性を重視したネットワークの形成である。グローバル化とモジ

ュール化の進展に伴い、経済活動においては代替性への耐性力を確保することが従前以上に重要な課題

となっている。地域経済の核となる産業の育成の重要性はさることながら、その価値を高めるとともに

環境変化に適用できる場を形成することが重要となる。その鍵が多様性、そして多様性を担保するネッ

トワークの形成である。様々な人々が交流する複雑なネットワークは、模倣を防ぐとともにネットワー

クそのものが資源となり新たなネットワークと接続することで新たな価値を産み出す。規制改革、構造

改革は官民の戦いではない。官民が有する知識と資源を有機的に融合させ、新たな持続可能な経済シス

テムのネットワークを形成することが真の改革となろう。

羅羅針針盤盤  
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「事務・権限の移譲等方針」について 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

1.はじめに 
 2013 年 12 月 20 日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」は、「①個

性を活かし自立した地方をつくるためには、地方分権改革を推進することが重要、②地方分権改革推進

委員会の勧告のうち、残された課題である国から地方公共団体への事務・権限の移譲等を推進、③第 30
次地方制度調査会答申（2013 年 6 月 25 日）で示された都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等

を推進すること」を基本としている。以下では、その概要について整理する。 
 
2．事務・権限の移譲等に関する基本的考え方 
（1）国から地方への移譲等 

今回の閣議決定では事務・権限に関する移譲を 48 事項、移譲以外の見直しを行う事務・権限を 18 事

項とし、法律改正が必要な事項については、一括法案を 2014 年通常国会に提出することを予定すると

している。さらに、地方自治体が移譲された事務・権限を円滑に執行できるよう、地方税、地方交付税

や国庫補助負担金等の確実な財源措置を講ずるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員

の派遣など必要な支援を実施するとしている。具体的な移譲事項としては、①看護師など各種資格者の

養成施設等の指定・監督等、②商工会議所の定款変更の認可、③自家用有償旅客運送の登録・監査等、

④直轄道路・河川に係る整備等に関する計画、工事及び管理の実施等があり、移譲以外の見直しとして、

ハローワークの求人情報の地方公共団体への提供等がある。 
 とくに、ハローワークの求人情報の地方自治体への提供は、地方分権改革推進委員会でも大きな課題

となったものの進捗に乏しく、今回、求人情報の積極的な地方公共団体への提供が明示されたことは、

評価できる点となる。ハローワークの事務・権限移譲議論は、機関委任事務の時代に遡ることができる。

1960 年代の高度成長期、拡大する行政需要に合わせ効率的に行政を展開するため、新たな中央集権を

模索する動きすなわち「新中央集権」が活発化し、積極的に当時の機関委任事務制度の対象範囲を法令

で拡大し地方への統制を強める流れが生じている。その結果、都道府県を中心に多くの事務が機関委任

事務として国の指揮監督下となり、国の事務を委任し地方行政事務の執行機関とする仕組みが強まった。

機関委任事務では、事務の委任内容を国が法律または政令で定め、地方には国の定めに従い事務を忠実

に執行することが義務付けられ、事務執行を拒否する権限も地方議会による統制権限も有していなかっ

た。こうした流れの中で、社会保険や職業安定等の機関委任事務を執行するため、地方事務官制度が当

面の措置として定められ、都道府県知事の監督の下で事務に従事するものの、身分は国家公務員であり

人事権は主務大臣に属し、事務の監督者と人事権者が分断される仕組みとなった。機関委任事務の廃止

に伴い、法定受託事務、自治事務とされた事務以外は廃止又は国の直接執行事務とされ、任命権と職務

上の指揮監督権が国と都道府県に分かれていた変則的な制度である地方事務官制度も廃止された。地方

事務官制度により担われてきた社会保険関係事務と職業安定関係事務は、厚生労働省の出先機関として

社会保険関係事務を担う社会保健事務所は地方社会保険事務局、職業安定関係業務を担う職業安定所

（ハローワーク）は都道府県労働局の下に位置づけられ、国の直接執行事務とされ今日に至っている。

組織体制は別としても、機能面から地域の雇用政策の展開に資する実践的な制度に進化することが重要

となる。 
（2）都道府県から政令指定都市への移譲等 

政策論説 
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 今回の方針のひとつの特色は、第 30 次地方制度調査会答申（2013 年 6 月 25 日）で示された都道府

県から指定都市への事務・権限の移譲等を推進することを基本とする点にあり、大都市制度議論や道州

制議論にも関係する点である。大都市制度等と密接な関係がある都道府県から政令指定都市への移譲事

務・権限は 29 事項であり、①県費負担教職員の給与等の負担、県費負担教職員の定数の決定、市町村

立小中学校等の学級編制基準の決定、②病院の開設許可、③都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（都市計画区域マスタープラン）に関する都市計画の決定等が代表例として挙げられる。移譲以外の見

直しを行う事務・権限は 4 事項で、①パスポートの発給申請受理・交付、②農地転用の許可等となって

いる。なお、現行法により政令指定都市の処理を可能とする事務・権限が 8 事項となっている。 
 1956 年に制定された現行の政令指定都市は、あくまでも都道府県・市町村の地方自治体二層制を前

提とした暫定制度であり、権限等において都道府県に準ずる扱い等は一部あるものの、他の市町村と同

様の国の標準化、階層化の枠組みの中に位置している。その結果、二重行政、二重監督等の弊害を抜本

的に克服することなく、今日に至っている。一方、都市部への人口集中、合併政策の推進等により政令

指定都市の数も増加し、2013 年で 20 に達している。今日の政令指定都市は、高齢者の集中、限界集落

の散在、税収構造の急激な変化、財政全体の脆弱化等大都市内部での特殊課題が急速に顕在化し始めて

いる。顕在化する課題を大都市が自立的に解決することは、日本全体の持続的発展にも不可欠であり、

特例市や中核市等現行の都市自治体制度とは別の体系で、より大きく総合的な権能を有する大都市制度

を検討すべき時期となっている。そうした中で、行政体系の見直しには至らないものの、県費負担教職

員の給与等の負担等、財政面にも視野を広げた今回の方針は一歩前進となっている。 
 
3.帰納法的接近と演繹法的接近の融合 
 地方分権改革の政策を考える場合、ひとつひとつの権限移譲等努力を積み上げて行く帰納法的接近が

重要となる。多くの利害関係が輻輳する国と地方の関係を一気に変えようとすれば、利害関係がぶつか

り合い解決策のない構造的対立に陥り、分権構造を進化させることが極めて困難となるからである。但

し、帰納法的接近にも限界がある。それは、個別事項から接近するため、全体としての蓋然性、斉一性

が十分に共有できず、地方分権改革に向けた価値理念の不安定性を生み出すことである。すなわち、国

民的視点からは分権改革が個別事項の寄せ集めとなり「根拠なき根拠」によって展開されているかの認

識を強くし易い。ここに、今日に至るまで必ずしも地方分権改革が国民的議論のレベルに至らない根本

的課題がある。その意味で、都道府県から政令指定都市に対して権限の移譲等をすることで大都市の位

置づけをいかに変えようとするのか、大きな視点からの演繹的接近が必要となる。単なる都道府県から

政令指定都市の個別事項の移譲等ではなく、移譲等の先にある政令指定都市を核とした自治体間ネット

ワーク、すなわち圏域のネットワーク形成の明確化が重要となる。 

政令指定都市が核となって形成する圏域のネットワークの機能の第 1 は、外に向けた結合機能、すな

わち外的ハブ機能のネットワークである。地域の公共サービスを支える従来の中軸機能だけでなく、経

済社会を問わず国内外・地域間の多面的なネットワークとしての節、すなわち外と結び付けるハブ機能

としての役割が極めて大きくなる。第 2 は、内に向けたハブ機能、すなわち、圏域に存在する多彩な人

材と資源を結び付け内生型の機能を強化する仕組みづくりである。そこでは、住民等地域とのパートナ

ーシップの充実と自治体内の域内分権の姿を自ら形成できる体質が必要である。具体的には、地域のセ

ーフティネットとしてのコミュニティー機能の拡充・強化を図ることである。国内外の変動が激しくな

る時代に地域を持続的に支える最終的なセーフティネットはコミュニティーの再生充実にある。 
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2014 年度一般会計予算の課題 

                     北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料）財務省「平成 26 年度予算」から作成。 
 昨年 12 月 24 日、2014 年度政府予算が閣議決定された。前年度比 4 兆円程度の増加となり、総額 96
兆円弱、政策的経費は 73 兆円弱で同 3 兆円の増加となった。一方で、公債依存度は 43%まで低下して

いる。国債依存度が低下した背景は、消費税 8%への増税、景気回復基調の維持、デフレ脱却を前提と

した税収の 7 兆円増を見込んでいることにある。消費税税率引上げ 3%分で見込んでいる税収は、4.8
兆円強であり、残り 2.2 兆円程度は基本的に景気回復による税収増となる。公債発行額のうち赤字国債

は前年度比 1.8 兆円の減となっている。 
歳出額は、約 4 兆円増と拡大予算とのイメージがあるものの、公共事業関係費の伸びは社会資本整備

特別会計を一般会計に統合したことによるほか、社会保障 4 経費の充実等 2016 年度の特殊要因を除く

と全体としては抑制型の側面を持っている。とくに、社会資本整備特別会計の一般会計への統合は、特

別会計改革の一環として行われたものであり、社会資本整備の予算編成が一般会計ベースでの政策議論

の中に本格的に組み込まれることになる。なお、この統合によって、一般会計の歳出額が 8000 億円弱

増加している。一般会計歳出が 2009 年度決算ベースで 100 兆円に増加し、2013 年度補正後ベースで

96 兆円と推移する一方、一般会計税収は 2009 年度の約 39 兆円から 2014 年度 50 兆円まで回復し、歳

出と税収差を示すいわゆる「ワニの口」は、若干、閉まる方向となっている。 
2014年度予算の財政運営に与える影響の評価は、やはり消費税増税後の日本経済の動向次第である。

欧米経済が回復基調を示す中で、消費税引上げの反動が日本経済に与える震度である。安倍総理は、消

費税引上げによる反動を 2014 年 7 月までに克服し、2015 年 10 月の消費税率 10%の是非を判断するシ

ナリオを想定している。 

政策シグナル 
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米国の金融政策とアジア 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料）FOMC 資料より作成。 
中国経済が農村部の格差是正策による賃金上昇で内需が堅調となる一方、韓国・台湾の経済が低迷す

る等アジア経済は斑模様が続いている。そうした中で、米国金融政策の動向は、アジア経済にも大きな

影響を与える。12月に開催された FOMC(米国連邦公開市場委員会)で FF レートの誘導目標は 0.00-0.25%

で据え置くことが決定した一方で、量的緩和政策第三弾であるいわゆる「QE3」については、規模を縮

小することとなった。10-11 月の雇用統計が当初の予想以上に改善したことに加えて、とくに連邦議会

の財政協議に進展が図られたことを反映している。具体的には、1 月から住宅ローン担保証券の追加買

い入れ額と国債購入ベースを削減する内容である。しかし、超低金利政策については、維持のスタンス

が強まり、失業率が 6.5%を上回り、1-2 年のインフレ率見通しが 2.0%を下回る限り基本的に継続する姿

勢を示している。こうしたことを受けて、市場関係者の見通しとしては、米国経済で超低金利政策が見

直され金利引き上げとなるのは、早くても 2015 年との見方が強まっている。但し、インフレ率が 2%を

逆に下回る状況が続くことも経済的リスクとして認識しており、米国のインフレ率については注視する

必要がある。 

アアジジアアリリンンクク  
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             ICT を利活用した小中学校教育は 
無償・低コストのサービスと端末でどこまで可能か？ 
～１人１台環境の全国展開に向けた ICT 環境整備モデルの検討～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 佐藤 善太 

はじめに―無償・低コストの教育サービス・端末の普及と、小中学校教育における活用の可能性 
 近年、ICTを活用して無償もしくは低コストで高品質かつ多様な学びの機会を得ることが可能となり、

特に高等教育や社会人教育においては、学びの「オープン革命」ともいうべき変化が生じている。 
例えば、インターネットを利用して無償で講義・教材を提供する、オープンエデュケーションが広が

っている。米国でサルマン・カーンが設立した Khan Academy や、有力大学が中心となって設立した

edX、coursera、Udacity などの MOOCs（Massive Open Online Courses）がその代表例である。日

本でも社会人向けに低額で多様なオンライン教育メニューを提供する Schoo、2014 年度より国内大学

が連携して講義を提供する JMOOC など様々なサービスが立ち上がっている。また、無料ビデオ通話を

利用した低価格指導サービスや、スマートデバイス向け教育アプリ等が、教育関係企業や EdTech
（Educational Technology）スタートアップにより次々に生み出されている。加えて、これらのサービ

スを利用する情報端末も低価格化が進んでいる。 
 

オープンエデュケーションの普及

無料・低額
アプリ・Webサービスの普及

低廉な情報端末の普及

l Khan Academy（米国）、Schoo（日本）などNPO・企業に
が提供するMOOC・学習サービス

l 学習サービスCoursera・edX・Udacity（米国）、JMOOC
（日本）など大学が中心となったMOOC

l スマートフォン・タブレット無料・低額教育アプリの普及
l Skｙpe等を利用したオンライン指導サービスの普及

l 1万円以下でも購入可能なタブレット端末の流通

学びの
「オープン革命」

無償・低コストで高品質
かつ多様な教育の機会
を享受することが可能に

 
図 1 高等教育・社会人教育における学びの変化 

 

 初等中等学校教育においても、未来を担う子どもたちにとってICTリテラシー・利活用能力が不可欠

となっていることを背景として 1、世界各国で 1 人 1 台の情報端末等のICT環境やデジタルコンテンツ

を利活用した学校教育の普及・展開に向けた取組みが広がっている。日本も 2010 年代中に初等中等教

育を受ける児童生徒 1 人につき 1 台の情報端末を整備することを目指しているが、その実現に向けた課

題の一つとなるのがICT導入・運用のコストである。課題解決に向けては、高等教育や社会人教育と同

様、インターネット上のフリーコンテンツ、クラウドサービス、無料・低額アプリ、安価な情報端末を

組み合わせて利用することが有力な選択肢となりうる。 
 そこで本稿では、日本の初等中等教育のうち、特にこれまで様々な実証や検討が行われてきた小中学

校教育における ICT 利活用に焦点を当て、無償もしくは安価なサービスと端末を活用した ICT 環境整

備モデルのあり方と、その有効性を検討する。 
 以下ではまず、ICT を利活用した小中学校教育の推進に向けた国の政策・実証事業や、自治体・民間

企業等における取組みの動向を確認する。また、それらの取組みの過程で明らかになった小中学校教育

                                                   
1 OECD（2005）は、新しい時代で求められるキー・コンピテンシーとして「知識や情報を活用する能力」や「テクノ

ロジーを活用する能力」を挙げた。またこうした認識の下、2009 年以降の PISA ではデジタル読解力調査を行っている。 

事事例例研研究究  
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における ICT 利活用の効果と、コスト面・利活用面の課題を整理する。次に、課題を解決し、低コスト

で質の高い学びを実現しうる新たな ICT 環境整備モデルとして、今後国や民間企業による具体化・普及

が予想されるモデル（教育委員会クラウドモデル）と、学校が様々な Web サービス・アプリ等を組み

合わせて活用するモデル（学校 DIY モデル）を提示し、それぞれのメリット・デメリットを整理する。

最後に、ICT 利活用教育の全国展開に向けて、各モデルをどのように位置づけるべきかについて、提言

を行う。なお、本稿の記述は筆者の責によるものであり、所属組織の見解を代表するものではないこと

を予め断っておく。 
 

１．ICT 利活用教育推進に向けた取組みの動向 
（１）国の計画・事業等 

日本における教育の情報化は、従来、主に情報端末の操作技術の習得に向けた情報教育や、校務の情

報化等の面で推進されてきた。しかし、ICTが急速に発達・普及し、社会生活の中でもICT利活用能力

が必要不可欠となっていく中で、韓国では 2008 年からデジタル教科書を活用した教育の実証、シンガ

ポールでも 2008 年からタブレット PC や無線 LAN 環境を活用した新たな学びの実証

（FutureSchools@Singapore）が行われるなど、各国でICTを活かして教育・学習のあり方そのものを

変革する試みが広がっていく 2。 
こうした動きを受けて、日本も 2010 年の新成長戦略で子どもたち 1 人 1 台の情報端末による教育の

本格展開を検討・推進する方針を明確にし、フューチャースクール推進事業（総務省、2010 年度～）・

学びのイノベーション事業（文部科学省、2011 年度～）で ICT を利活用した学びの本格的な実証を行

うこととなった。さらに昨年 6 月の世界最先端 IT 国家創造宣言には、全国の小中学校・特別支援学校

への児童生徒 1 人 1 台の情報端末等の ICT 環境整備を 2010 年代中に達成することが明記されており、

今後も国による ICT 利活用教育の推進は続くと見られる。 
 

表 1 ICT を利活用した教育に向けた国の主な計画・事業等 

年度 計画・事業等 概要 

2008 
第一期教育振興基本計画 

（文部科学省） 

質の高い教育のための学校 ICT 環境整備、情報モラル教育、ICT 活用指導力育

成などの教育の情報化に係る取組みを計画的に推進する旨を明記。 

2009 
「スクール・ニューディール」構想

（文部科学省） 

取組の一つとして学校 ICT 化の推進を実施。全国小中学校における電子黒板、校

内 LAN、教育用・校務用コンピュータ等の導入を補助。 

2010 新成長戦略 
モデル事業等を通じて子どもたち 1 人 1 台の情報端末による教育の本格展開を検

討・推進し、2020 年までに 21 世紀にふさわしい教育を実現するという目標を設定。 

2010- 

2013 

フューチャースクール推進事業

（総務省）・学びのイノベーション 

事業（文部科学省） 

全国 20 の実証校（小学校 10 校、中学校・特別支援学校 10 校）で 1 人 1 台のタブ

レット PC と無線 LAN 等の ICT 環境を構築・運用・利活用、学習者用デジタル教科

書の開発・効果検証等を行う実証事業。 

総務省事業は 2010 年度、文部科学省事業は 2011 年度より実施。 

2010 
地域雇用創造 ICT 絆プロジェク

ト教育情報化事業（総務省） 

ICT 支援員の配置や教育コーディネーター育成を通じて地域の人材を活用し、教

育分野関連の雇用の創出や ICT 環境の構築による教育分野の情報化の推進を支

援。全国 24 地域に交付。 

                                                   
2 各国の教育の情報化の動向の詳細は、みずほ情報総研（2010）、デジタル教科書教材協議会（2012）を参照。 
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年度 計画・事業等 概要 

2011 
教育の情報化ビジョン 

（文部科学省） 

ICT を活用して、一斉学習・個別学習・協働学習を推進し、21 世紀にふさわしい学

びと学校を創造するため、デジタル教科書・教材・ネットワークの整備、クラウドコン

ピューティングの活用等を進めることを明記。 

2013 
第二期教育振興基本計画 

（文部科学省） 

ICT の活用等による新たな学びの推進に向けた ICT 環境整備を推進することを明

記。2017 年度までに1 学級 1 台の電子黒板導入、超高速インターネット・無線 LAN

整備率 100%を達成するなどの目標を設定。 

2013 日本再興戦略 
双方向型の教育やグローバルな遠隔教育など、新しい学びへの授業革新を通じて

21 世紀型スキルの修得を推進することを明記。 

2013 世界最先端 IT 国家創造宣言 
2010 年代中に全ての小中学校、高校、特別支援学校で教育環境の IT 化を実現

し、学校と家庭がシームレスでつながる教育・学習環境を構築することを明記。 

2013 

教育分野における最先端 ICT 

利活用に関する調査研究 

（総務省） 

教育分野の ICT 利活用の本格的普及・展開に向けて、クラウド技術を最大限活用

し、1 人 1 台の低廉・多種多様な情報端末の持ち込み・持ち帰り、教材や学習履歴

などのデータベース利活用、学校と家庭のシームレスな連携が可能な教育・学習環

境の構築・検証を行う事業。 

出典：計画・事業等に関する HP・公開資料を基に筆者作成 

 

（２）自治体・企業等における取組み動向 
こうした国の動きを受けて、表 2 のように、自治体による ICT 環境整備の動きが活発化しつつある。

例えば荒川区や武雄市は 2014 年度から域内の全小中学校で 1 人 1 台の情報端末配布等を行う計画であ

り、大阪市・箕面市・新見市は 2015 年度から同様の取組みに着手する予定である。さらに私立・大学

附属校や、民間企業等においても、今後の ICT 利活用教育の本格的普及を見据えて独自の実証事業を行

う例が見られる。 
 

表 2 自治体・学校・企業等が中心となった ICT を利活用した教育実証の取組み例 

No. 区分 団体名 取組概要 

1 自治体 東京都荒川区 ■2013 年度 3 校モデル検証、2014 年度全小中学校 34 校での導入予定 

■教育分野における最先端 ICT 利活用に関する調査研究に実証地域として協力 

2 佐賀県武雄市 ■地域雇用創造 ICT 絆プロジェクトへの採択により一部小学校の 4～6 年生に iPad 配布 

■2014 年度全小学校、2015 年度全中学校へ児童生徒 1 人 1 台の情報端末を配布予定 

3 大阪府大阪市 ■2013～14 年度 7 校モデル検証、2015 年度より全市展開予定 

4 大阪府箕面市 ■2015 年度より全小中学生にタブレット端末を配布予定 

5 岡山県新見市 ■2015 年度より全小中学生にタブレット端末を配布予定 

6 佐賀県 ■2011 年度～一部学校で実証研究、2012 年度～全県立中学 4 校・全特別支援学校に 1

人 1 台の端末配布 

7 長崎県 ■2013 年度から数校に導入、2015 年度までに全 69 校に遠隔授業を普及予定 

8 学校 広尾学園 ■2011 年度から一部高校クラス、2012 年度から中学校全新入生に iPad 配布 

9 山 梨 英 和中 学

校・高等学校 

■2012 年度から端末・アプリを私物購入の上で iPad・iPad mini を活用した学校・家庭で

の学習を開始 
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No. 区分 団体名 取組概要 

10 奈 良 教 育大 学

附属小学校 

■タブレット PC を活用した教員養成カリキュラムの開発、附属小中学校でのタブレット PC

を活用した授業の実践等を、富士通株式会社と協定の上実施 

11 企業等 Microsoft ■2013 年に Windows クラスルーム協議会を ICT ベンダ、教科書・教材会社等と設立、

『児童生徒に 1 人 1 台の PC のある教育環境』を目指し各地の実証実験を支援 

12 ソフトバンク・ 

東京大学 

■ソフトバンクと東京大学先端科学技術研究センターが連携し、2009 年に携帯電話・スマ

ートフォン等を特別支援が必要な子どものサポートに活用する実証を実施 

■以降、iPad 等情報端末を活用した学校内外での学習支援の実証事業等を展開 

13 NTT ■タブレット・電子黒板・無線 LAN、クラウド環境等を整備し、学校・家庭の双方で ICT を

利活用する自主実証事業「教育スクエア×ICT」で、2014 年 1 月現在 11 小学校で展開 

14 パナソニック教

育財団 

■公益財団法人として、ICT を活用して初中等教育における教育改題を解決する小中学

校の取組みを多数助成 

15 内田洋行 ■インテルとともに柏市（2008 年）・中央区（2009 年）小学校で 1 人 1 台環境実証を実施 

■2013 年より、筑波大学附属小学校と連携して、同校の児童 1 人 1 台のタブレット PC や

無線 LAN、教室空間（フューチャークラスルーム）を提供するなどの実証を実施 

16 デジタル教科書

教材協議会 

■2011 年度から、学校教育におけるデジタル教科書・教材の活用、ICT 環境整備の推進

に向けて、全国小中学校と連携した実証研究を実施 

17 CoNETS ■教科書会社・IT ベンダが連携し、デジタル教科書の開発を行 CoNETS で、立命館小学

校と連携した実証事業を 2013 年より開始 

出典：各団体 HP・公開資料等を基に筆者作成 
 
２．ICT 利活用教育の効果と課題 
（１）これまでの実証における ICT 環境及び教育実践 
 表 1・表 2 に示したとおり、これまでに行われた実証事業は多岐にわたり、使用機器・コンテンツ等

はそれぞれに異なるものの、基本的な学校ICT環境及びタブレットPC内のアプリケーション構成は、以

下のように整理できる 3（図 2）。 
 まず、児童生徒・教員1人1台のタブレットPCとその充電保管庫、全普通教室に1台の電子黒板（IWB）

が設置される。タブレット PC からは、無線 LAN アクセスポイント（無線 AP）を介して、アカウント

管理やデータ管理機能を持つ校内サーバや、教材配信やフィルタリング機能を担うクラウドへアクセス

できる。また、タブレット PC にはデジタル教材、Office 等の文書作成ソフトや、協働教育アプリケー

ションがインストールされる。協働教育アプリケーションを用いて、児童生徒と教員の間での画面共

有・ファイル共有や、タブレット PC から電子黒板への画面転送等が可能となっている。これらの機器・

環境の運用管理や、ICT を利活用した授業計画・実践支援のため、各学校に 1 名、ICT 支援員と呼ばれ

るスタッフが常駐する。 
 このような環境下で行われてきた ICT を利活用した学習活動は、学校・学年や教科・単元により様々

だが（例えば総務省 2013a, 2013b; 日本視聴覚教育協会 2014 等を参照）、多くの授業に共通する標準

的な学習活動は、「課題提示」「調べ学習・課題実施」「話し合い・教え合い」「発表・比較・まとめ」の

4 段階に整理できる（図 3）。 
                                                   
3 以下の記述及び図 2 の内容は、特にフューチャースクール推進事業の成果を基にまとめられた教育分野における ICT
利活用推進のためのガイドラインの記述（総務省 2013a: 13-15, 2013b: 9-11）を参考にしている。 
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 まず、全体への「課題提示」

では、従来のとおり黒板を用い

つつ、注目すべき点の拡大や動

画・画像等のマルチメディアコ

ンテンツによる情報提示に IWB
が併用される。次に、個人の「調

べ学習・課題実施」では、紙媒

体の情報に加え、タブレット PC
を利用して電子ファイルや Web
サイト等の多くの情報へアクセ

スする。また、調べた情報を基

に、タブレット PC を駆使した

多彩な表現で自分の考えを整理

する。グループでの「話し合い・

教え合い」では、タブレット PC
を見せ合い、各自の多様な考え

方を共有した上で、さらに考察

を深める。その後、全体での「発

表・比較・まとめ」では、子ど

もがタブレット PC の画面を

IWB へ転送し、自分の考えをク

ラスに向けて発表する。教員は、

複数の子どものタブレット PC
画面を IWB に転送して比較し、

気付きを得て、授業のまとめ・学習活動の定着を図る。 
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情報受信量の増加 思考過程の見える化

情報活用・表現力向上

多様な意見の迅速な共有
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図 2 これまでの実証における標準的 ICT 環境 

図 3 ICT を利活用した教育のプロセスとその効果 



  

 

12 政策研究 2013 No.10 

（２）ICT 利活用教育の効果 
こうした学習活動は、子どもたちの意欲・能力の向上、コミュニケーションの活性化といった効果を生ん

でいる 4。「課題提示」においては、IWBによる動画・画像等の提示により、多様かつ多量の情報提示が可能

となった。またこれは児童生徒の関心を集め、学習意欲を高めている。「調べ学習・課題実施」では、タブレ

ットPCを介して様々な情報を主体的に受容することが可能となった。多くの情報を自ら整理することで、子

どもの情報活用能力や表現力も高まっている。「話し合い・教え合い」、「発表・比較・まとめ」では、従来に

比べ多様な意見とその思考過程を共有することが可能となった。また、発表や意見の比較の際、無線LANに

よる画面転送を行うと、黒板に考えを書き出すのに比べて、考えを発表・紹介する時間が短縮され、多くの

子どもたちに活躍の機会をつくることができる。このことは、クラスのコミュニケーションを活性化し、互

いを理解・尊重する子どもの姿勢を育てている。一人一人の活躍の機会が増え、クラス内コミュニケーショ

ンが活性化したことで、いじめや不登校が減少したとする学校もある 5。 
また、ICT 利活用は学力向上にも効果的に作用するというデータがある。学びのイノベーション事業にお

ける ICT 利活用は、小学校では学力調査における低い評定の減少、中学校では学力調査における高い評定の

増加をもたらした（文部科学省 2013）。また、2005 年～2006 年に実施された計 3,000 人程度の児童生徒に

対する調査では、ICT を利活用した授業を受けたグループと一般的な授業を受けたグループで授業後の試験

得点の平均を比較したところ、前者の平均が後者に比べ 1%水準で有意に高かった（清水康敬ほか 2008）。 

 

（３）全国展開に向けたICT利活用教育の課題 
 ア）コスト面の課題 
 ICT利活用教育の効果を全国に波及させるには、限られた予算の範囲内でICT環境整備を進めていく

ことが必要となるが、その実現は容易でない。 
フューチャースクール推進事業の成果を基にまとめられた小学校におけるICT環境整備のガイドライ

ン（総務省 2013a: 114）では、標準的な小学校（13学級）における1人1台タブレットPC等の環境整備

費用積算例を4,340万円としている。これに対し、2013年度地方財政措置における教育の情報化対策費

（総額1,673憶円）の標準団体（人口10万人、小学校180学級）への小学校費措置額は5,680万円である

（日本教育工学振興会 2013: 33）。仮にガイドラインのとおりの費用で整備が可能で、財政措置が今後

も同規模で続き、その全額をICT環境整備に投じ続けたとしても、2019年度までの財政措置で整備でき

るのは全180学級中119学級（66%）に止まる計算となる6。しかも、ガイドラインの積算には一部費用

が未計上で、端末価格等も低く見積もられているため7、実際の費用はより高額となる可能性が高い。

従来型の実証環境を前提とすると、地方財政措置だけで2010年代中に団体内全校でICT環境整備を完了

させることは極めて困難である8。 
不足費用は自治体による予算措置を講じるにしても、多くの自治体における厳しい財政状況を考慮す

れば、その額はできる限り圧縮することが求められる。国の実証に対する事業レビューでも、コストの

                                                   
4 子どもの意欲・能力向上、コミュニケーション活性化の効果を示すデータや、実証関係者の声として、総務省

（2013a:160-4, 2013b:151-6）を参照。 
5 広島市立藤の木小学校ではこうした成果が見られた（総務省 2013a:7）。 
6 学級数に整備費用が比例すると仮定すると、1 年間の財政措置で整備可能な学級数は 5,680 万円÷(4,340 万円÷13 学

級)=17 学級となる。2013～2019 年度の 7 年では 17 学級×7 年=119 学級。 
7 ハード、ネットワーク等保守費、ICT 支援員人件費等が未計上で、端末単価は将来的下落を見据えた想定値。 
8 平成 24 年度末の教育用コンピュータ整備率はコンピュータ教室を含めても約 15%（児童生徒 6.5 人に 1 台）、普通教

育の無線 LAN 整備率は 19.7%、電子黒板の普通教室整備率は 5.9%である（日本教育工学振興会 2013: 22-3）。現状整備

率（5.9～19.7%）と地方財政措置で整備可能と考えられる割合（66%）を足し合わせても、100%には届かない。 
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問題は厳しくされてきた経緯がある9。これまで生じていた表 3のようなICT環境構築・運用費用の妥当

性を再点検し、可能な限りコストを圧縮する試みが必要と言えよう。 
 

表 3 これまでの実証における主な ICT 環境構築・運用費用 
主な費目 

備考（用途・仕様・価格等） 
種別 項目 

ハード タブレット PC ■全児童生徒・教員に配布、OS・CPU 等により価格が大きく変動 

  電子黒板 ■全普通教室・特別教室に設置、大型タッチパネルが主流で単価は高額 

  充電保管庫 ■各教室で使用するタブレット PC を保管・充電、各教室に１台設置 

  校内サーバ ■児童生徒・教員アカウント管理、ファイル管理、アプリ用サーバ等として利用 

ソフト 文書作成ソフト ■Office をはじめとした教材・課題等作成ソフトで、手書きへの対応が必要 

  協働教育システム ■画面転送・ファイル共有機能等を有する必須システム 

■校内サーバを要するものが多く、年度毎の設定更新が必要な場合もある 

  その他教材・学習用アプリ ■ドリル学習教材等のアプリが用いられる場合が多い 

■校内サーバを要するものがある 

  ウイルスソフト ■タブレット PC のウイルス対策ソフト 

  フィルタリングソフト ■インターネットのフィルタリングを行うソフト、校内サーバ型・クラウド型等がある 

通信 ネットワーク通信費 ■インターネット接続・教育ネットワーク接続等のネットワーク利用料 

  端末別データ通信費 ■家庭でのインターネット接続等のための移動体通信費 

運用保守 ハードウェア保守費 ■タブレット PC、IWB、サーバ等の保守費 

  ソフトウェアサポート費 ■年度単位等でサーバ設定が必要なソフトのサポート費 

  ICT 支援員人件費 ■ICT 環境の運用をサポートする支援員の人件費 

工事 校内 LAN 等工事費 ■校内への LAN 敷設費用、機器設置費用等 

 

 イ）利活用面の課題 
 コスト面に加えて、利活用面で残された課題もある。その一つが学習履歴の有効活用である。従来の

実証環境では、様々なアプリ・サービスを利用して教育・学習を行う中で、児童生徒の作成したデータ

が、校内サーバ、タブレットPC等のローカルフォルダ等に散在するケースが見られた。また、それぞれ

異なるアプリで作成したデータや、学習した履歴は、日付や教科・単元等に応じて横断的に検索・閲覧・

分析して、学びの改善に活かすことが困難であった。日々蓄積されていく学習データを活用し、児童生

徒一人ひとりに合った学習につなげる、いわゆるアダプティブラーニング（適応学習）は、現時点では

十分に実現されていない。 
また、学校と家庭の連携にも課題が残る。家庭でも学校と同様、タブレットPCからインターネット等

に接続して学習を行おうとすると、家庭のネットワーク環境が必要となる。しかし、全ての家庭に無線

LAN等の通信環境があるわけではない。一部の実証では、児童生徒にデータ通信カードや3G・WiMAX
等の通信網が利用可能な端末を配布して家庭の通信環境を担保しているが、そのコストは小さくない。

また、そもそも校内サーバへのアクセスを前提としているアプリも実証環境では多く使われているが、

                                                   
9 行政改革推進会議（2013）による総務省・文部部科学省への事業レビューでは、「ICT 環境による教育が行えるように、

コスト抑制がいかにはかられたかを成果指標としてかかげるべきではないか」など事業コストに対する厳しい指摘が寄せ

られた。この結果、2014 年度の総務省・文部科学省予算も大幅に削減されることとなった。 
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それらを家庭で利用できない。学校・家庭をシームレスにつなぐ学びも、現段階では十分に実現されて

いないのである10。 
 

３．新たな ICT 環境整備モデルとその有効性 
 学習履歴の活用や学校・家庭連携を低コストで実現可能とするために、政府や民間企業では教育クラ

ウドの標準モデルの導入を検討している（（１）教育委員会クラウドモデル）。また、学校が無償・安価

なアプリ・サービスを組み合わせて教育に活かす事例も見られるようになっている（（２）学校 DIY モ

デル）。これら新たな ICT 環境モデルの具体像と、そのメリット・デメリットを、以下で順に検討する。 
 

（１）教育委員会クラウドモデル 
 ア）教育委員会クラウドモデルのイメージ 
低コストで ICT 環境の整備・全国展開を行うため、表 1 にも示したとおり、国では今年度、「教育分

野における最先端 ICT 利活用に関する調査研究」（総務省）においてクラウド技術を活用した ICT 環境

整備・運用モデルの実証を行っており、来年度も実証・標準化に向けた予算を組んでいる。また、自治

体や ICT ベンダにより構成される全国地域情報化推進協会（APPLIC）や、教育関係企業・ICT ベンダ

等で構成するデジタル教科書教材協議会（DiTT）も教育クラウドの普及・標準化に向けた検討・提言

を行っている。こうした国や民間の検討において示された教育クラウドのイメージを総合すると、図 4
のように表現できる。 

 

デジタル
教科書

デジタル
教材・アプリ

学習履歴
データ管理

協働教育
アプリ

校務支援
システム

基盤機能 … 認証/フィルタリング/ポータル/アプリ配信制御/MDM/データ連携

教育委員会クラウド

学
校

家
庭

HTML5等を活用しマルチOS・マルチデバイスへコンテンツ・サービス配信

学校の授業や校務に必要なアプリ・サービス
をクラウドからセキュアに配信

児童生徒の家庭学習・保護者との情報共有等
に必要なアプリ・サービスをセキュアに配信

デジタル教科書等標準化に向けた検討
クラウドサービス・コンテンツの提供

標準化に向けた検討国
企
業

Ｑ

 

図 4 教育委員会クラウドのイメージ 

出典：総務省（2013c）・全国地域情報化推進協議会（2013）・デジタル教科書教材協議会（2012）を基に筆者作成 
                                                   
10 これらのコスト・利活用面の課題については、富士通総研（2013: 151-2）でも指摘している。 
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 教育クラウドは、学校単位ではなく、単一もしくは複数の教育委員会単位で導入することが想定され

ている。クラウド上では、国や業界団体で検討した標準規格に則って様々な企業が作成したデジタル教

科書・教材が配信されるとともに、学習履歴・データ管理や、クラス・学校内外との協働学習のための

アプリケーション、さらに教員のための校務支援システムなどの機能も提供される。クラウド上のコン

テンツやサービスは、学校・家庭の児童生徒・教員・保護者がマルチ OS の多様な端末から利用できる

よう、主に HTML5 で配信される。また、クラウド上のコンテンツ・サービスを利用する際の基盤とな

る個人認証・フィルタリング・アプリ配信機能や、端末の機能制御やアプリ購入制限・紛失盗難時のロ

ックやデータ消去等を行う MDM（Mobile Device Management）、アプリ間のデータ連携等の機能もク

ラウドが提供する。 
 

イ）教育委員会クラウドモデルのメリット 
■ コスト面のメリット 

 教育委員会クラウドモデルが実現すれば、コスト面・利活用面の双方で大きなメリットが得られるだ

ろう。まずコスト面では、表 4 のとおり多くの費目を削減することが可能である。例えばマルチ OS
に対応する HTML5 を活用することで、採用するタブレット PC の選択肢が広がり、将来的に私用端末

の利用（BYOD）も可能となる。また、オフラインの場合もある家庭環境下でも、オフライン稼働可能

な HTML5 アプリを活用することで、通信費をかけずにデジタル教材を用いた学習が可能となる。その

他、校内サーバの機能をクラウドへと移行することで、サーバ費、ソフト導入・運用費、ICT 支援員に

よるサポート費がそれぞれ削減可能となるだろう。 
 

表 4 教育委員会クラウドモデルによるコスト削減 

主な費目 従来モデルと比較した教育委員会クラウドモデルにおけるコストの変化 

（網掛けはコスト削減が見込める項目） 種別 項目 

ハード タブレット PC ■HTML5 活用により、安価な端末を様々な OS から選択可能に 

（将来的に個人端末の持ち込み・持ち帰り（BYOD）への対応も可能に） 

  電子黒板 （従来モデルと同様） 

 充電保管庫 （従来モデルと同様） 

  校内サーバ ■機能をクラウドへ移行し、スペックを落とすかもしくは廃止することが可能に 

ソフト 文書作成ソフト ■クラウド配信型のソフトウェアへ移行しライスセンス費用を軽減 

  協働教育システム ■校内サーバが不要なソフトや、学校単位の年度更新が容易なソフトへ移行 

  その他教材・学習用アプリ ■校内サーバが不要なクラウド配信型ソフトへ移行し導入・運用費を軽減 

  ウイルスソフト （従来モデルと同様） 

  フィルタリングソフト ■クラウド型サービスへ切り替え導入・運用費を削減 

通信 ネットワーク通信費 （従来モデルと同様） 

  端末別データ通信費 ■オフライン利用可能な HTML5 アプリ利用、家庭でのネットワーク接続費を不要に 

運用保守 ハードウェア保守費 ■校内サーバのスペックを抑えるかもしくは廃止し、保守費を軽減 

  ソフトウェアサポート費 ■校内サーバ設定等の必要なソフトを減らしサポート費用を軽減 

  ICT 支援員人件費 ■学校での現地サポート負荷を減らし、学校常駐から巡回/遠隔サポートへ切替 

工事 校内 LAN 等工事費 （従来モデルと同様） 
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 ■ 利活用面のメリット 
 ICT 環境の利活用においても、国や業界団体による標準化を通じ、これまで困難であった学習データ

の統一的形式での保存、有効活用が可能となることが期待される。また、教育委員会クラウドを介して、

学校・家庭の双方から学習コンテンツ・学習履歴にアクセスできるようになるとともに、上述のとおり、

HTML5 アプリを活用すれば家庭がオフライン環境でもデジタル教材が利用可能になると期待される。 
 ■ 標準化によるメリット 
 このほか、国や業界団体による技術標準が規定されることで、教育委員会が、標準規格に則った様々

なアプリ・サービスの中からニーズに応じたものを選択可能になり、いわゆるベンダーロックインに陥

ることなく競争性・透明性を確保して調達を行うことができるのも利点の一つである。また、学習デー

タ保存形式が標準化されれば、児童生徒の進学・転校後のデータ引き継ぎや、学校間・教育委員会間の

学習・指導効果の比較等が容易になるメリットもある。 
 

ウ）教育委員会クラウドモデルのデメリット・懸案事項 
 ■ 技術的課題 

 このように、教育委員会クラウドモデルのメリットは多岐にわたるものの、その実現に向けては解決

すべき技術的課題も残されている。 
例えば、第一に、学習データ蓄積・活用の具体的手法の検討が挙げられる。現状の学習データは使用

するアプリケーションによって形式が様々で、その内容も手書き文字の画像データ、文書作成ソフトの

テキストデータ、ドリル教材のログや成績データとそれぞれ異なる。これらのデータを作成日付・教科・

単元等の軸によって検索・参照・分析可能とするため、具体的ユースケースやその実現手法、さらには

標準化の範囲・各事業者の独自性にゆだねる部分について国や業界団体の検討が求められる。 
第二に、クラウド間連携の方式と必要リソースの検討がある。図 4 に示したクラウド上の様々な機能

は、基盤機能は A 社、デジタル教科書は B 社というように、それぞれ異なる企業のサービスのハイブ

リッドにより提供されることが想定される。その際、クラウド間連携に伴い学校からのアクセス集中時

にレスポンスが低下するなどの問題は生じないか、また、サーバリソースの必要量及び教育委員会に提

示する利用料はどの程度となるか等を整理しておく必要があるだろう。 
■ 実現時期 

こうした課題へ対応するクラウドモデルの実証や、標準化に向けた具体的検討は、途に就いたばかり

である。国は、上述のとおり低コストで導入・運用可能な教育クラウドの実証に着手しているが、実証・

技術標準化に向けた事業（総務省「先導的教育システム実証事業」）は 2016 年度まで続く見込み 11で、

クラウド活用に向けた具体的な指針や標準規格が提示されるまでには時間を要するだろう。 
APPLIC でも教育クラウド標準化に取組んでいるが、現在公表されている「教育情報アプリケーショ

ンユニット標準仕様 V1.1」（全国地域情報化推進協会 2013）は指導要録や健康診断票のデータ項目を

統一し、主に校務の効率化に貢献するものであり、図 4 に示したクラウド機能全般の標準化に踏み込ん

だものではない。 
以上を踏まえると、教育委員会が標準クラウドモデルを適用可能となるまでには、まだ数年程度の時

間を要するとみられる。 
 

                                                   
11 総務省（2013c）参照。ただし、2013 年秋の事業レビューの結果同事業の予算は大幅に削減されているため、成果が

出るまでの時間はさらに長引く可能性もある。 
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（２）学校 DIY モデル 
 ア）学校 DIY モデルのイメージ 
 教育委員会クラウドモデルでは、国や業界団体主導でのICT環境導入が想定されているが、教育現場

の学校・教員が主体となり、図 5のように無償もしくは安価なWebサービス・コンテンツ等を組み合わ

せて環境整備・運用を図ること（学校DIYモデル）も可能である。 
このモデルでは、児童生徒・教員が用いる情報端末の価格を低く抑え、私用端末の活用（BYOD）も

視野に入れる。認証管理、フィルタリング、ポータル機能、アプリ配信制御、MDM といった基盤機能

は、OS 標準機能や無料アプリを用いて基本的に学校内の運用で簡便に充足する。授業や家庭学習で利

用する教材・アプリは、教員による自作教材や、教材共有サイトからダウンロードした教材、無償・低

額のアプリとする。学習履歴・学習データ管理には、無料もしくは低額のストレージアプリ・メモアプ

リが活用できる。さらに画面共有・転送などを行い、授業での使用頻度の高い協働教育アプリの機能は、

低コストで利用可能なミラーリングツール（情報端末の画面を他の情報端末やディスプレイへ投影する

ツール）等により代替する。 
 

学校現場のニーズに応じた無料・低額Webサービス・コンテンツの活用

アプリストア（App Store/Google Play/Windows Store）やWeb経由で
無償もしくは低コストのコンテンツを取得・最大限活用

基盤機能 （認証 / フィルタリング / ポータル / アプリ配信制御 / MDM）
… OS標準機能・無料アプリを活用

学
校

家
庭

低価格の端末をBYODも視野に入れて導入・活用

デジタル
教科書

デジタル
教材・アプリ

…自作教材・教材
共有サイト等活用

学習履歴
データ管理

…Dropbox・Evernote
等汎用サービス活用

協働教育アプリ
…低額ミラーリング
ツール等活用、

電子黒板も不要に

校務支援
システム

Ｑ

 
図 5 学校 DIY モデルのイメージ 

 

 イ）学校 DIY モデルの実例と使用アプリ・サービス 
上記のような学校DIYモデルの実例と、使用可能なアプリ・サービスを確認してみよう。まず、無償・

安価なアプリ・サービスを積極的に活用しており、学校DIYモデルに類する取組みを展開している学校

（宮城教育大学附属小学校、広尾学園中学校・高等学校、山梨英和中学校・高等学校、岡山県新見市立

哲西中学校、千葉県立袖ヶ浦高等学校等 12）の情報端末としては、iPadが採用されているケースが多い。

価格と性能のバランス、アプリの豊富さ等を考慮して採用されているものと推察されるが、今後低価

格・高性能で多くのアプリが利用可能な情報端末の選択肢が増えれば、より多様な端末の採用例が増え

                                                   
12 各校の取組みについては木田（2013）、小池・神谷（2013）、鳥越（2013）、新見市（2013）、永野（2013）を参照。 
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るものと思われる。BYODについては米国・韓国等で既に解禁に向けた動きが見られ 13、国内事例も増

加しつつあることから 14、今後さらに広がっていく可能性があるだろう。 
端末の認証管理、使用アプリの制御や、端末へのセキュリティポリシー設定等の MDM については、

iOS 端末を利用している学校の場合、無料端末管理ツールである「Apple Configurator」が利用されて

いる。Android 端末も、「Google Apps モバイル管理」の無料機能を利用すれば、管理者が一括で端末

管理できる。また、山梨英和中学校のように、MDM ツールを使用せず、学校のルール及び生徒が自主

的に設定したルールに沿って iPad を利用するなど運用面の工夫でカバーしている学校もある。 
フィルタリングや児童生徒向けポータルの機能は、無料アプリで提供している例がある。例えば iPad2

を利用している岡山県新見市立哲西中学校では、フィルタリングは無料アプリ「Yahoo! あんしんねっ

と」で行っている。クラスで教材を共有するためのポータルサイトとしては、任意のグループ内で教材

を登録・プッシュ通知・参照できる「iTunes U Course Manager」を利用している例もある。このほか、

海外で普及している「Edmodo」・日本の「ednity」のような教育 SNS は、教材共有や児童生徒・教員・

保護者のコミュニケーションポータルとして有用である。 
デジタル教材・学習用アプリとしては、アプリストアや Web サイト等から無償もしくは低コストで

入手できるものが数多くある。文書作成アプリとしては、WindowsOS の場合「Office365」、Android
の場合「Google Apps for Education」、iOS なら「Note Anytime」等のメモアプリや「Keynote」等の

プレゼンテーションアプリが多数あり、いずれも無償もしくは安価で利用できる。また、教員が教材・

指導案を共有できる Web サービス（「Edupedia」「TOSS ランド」等）や、企業等の提供する良質な無

償教材・アプリ（「NHK for school」「ポケモン PC チャレンジ」等）、各 OS のアプリストアで入手可能

な無償アプリも多数ある。 
学習履歴・データ管理には、多くの学校がクラウドストレージサービスの「Dropbox」やメモアプリ

「Evernote」を活用している。これらのアプリはオンライン・オフライン双方で利用可能であり、個人

領域・共有領域の切り分けも容易であることに加え、ファイル内データやタグデータによって学習履歴

を様々な視点で検索・参照可能であるため、学校・家庭での学習活動を支えるアプリとして高い頻度で

利用されている。 
画面転送等を行う協働教育システムの機能は、「Dropbox」共有フォルダのプレビュー（岡山県新見市

立哲西中学校）や、iOS
端末を利用している場

合に低額で利用できる

「AirServer」によるミ

ラーリング（宮城教育大

学附属小学校）等で代替

できる。この場合、電子

黒板でなくより安価な

大型 TV やディスプレイ

でも画面共有が可能で

ある。 
 

                                                   
13 米国等の状況について Lepi（2012）、韓国の状況について関口グローバル研究会（2013: 24, 27-38）参照。 
14 広尾学園中学校・高等学校、山梨英和中学校・高等学校、千葉県立袖ヶ浦高等学校等が既に BYOD に取組んでいる。 

図 6 無償・低額アプリによる協働教育システムの代替例 

Dropbox
共有フォルダ

大型TV・ディスプレイ 大型TV・ディスプレイ

1) Dropboxのプレビュー機能を活用 2) Airserverのミラーリング機能を活用

AirServer
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ウ）学校 DIY モデルのメリット 
■ コスト面のメリット 

 学校 DIY モデルは、教育委員会クラウドモデルと同様、タブレット PC・校内サーバのハード費用、

文書作成ソフトやフィルタリングソフトの費用、通信費用、ハード保守費用、ICT 人件費比較してもよ

り大きなコスト削減効果を得ることができる。加えて、授業内での画面共有等を図 6 のような形で行う

ことにより、電子黒板整備費用、協働教育システム費用を大幅に削減できる。また、無料サービス・ア

プリの積極的な活用により、教材・学習用アプリ取得費用や、ソフトウェアサポート費の削減も期待で

きる（表 5）。 
 ■ 利活用面のメリット 
 学校 DIY モデルにおいても、無償・低額アプリの提供する機能の範囲ではあるが、従来困難であった

学習履歴の統合的蓄積・分析や、学校・家庭をつなぐ学びの実現が一定程度可能となる。 
 また、様々な無償・低額サービスを組み合わせて利用するため、教員や児童生徒のニーズに応じて柔

軟に使用アプリを変更し、ICT 環境をカスタマイズできる点もメリットの一つと言えるだろう。 
 ■ ICT リテラシー向上のメリット 
 このモデルでは、教育分野に限らず一般にも広く利用されているアプリケーション（Dropbox、
Evernote、文書作成アプリ等）を活用して ICT 利活用教育を実践する。また、それらのアプリケーシ

ョンを教員・児童生徒ともに状況に応じて使い分けることとなる。こうしたプロセスを通じて、ベンダ

の提供するレディメイドのサービスを利用する教育委員会クラウドモデルに比べて教員や児童生徒の

ICT リテラシーは鍛えられ、アプリ・サービスを使いこなす力が身につくものと考えられる。 
 

表 5 学校 DIY モデルによるコスト削減 

主な費目 従来モデルと比較した学校 DIY モデルにおけるコストの変化 

（網掛けは従来モデル比削減項目、太字下線は教育委員会クラウドモデル比削減項目） 種別 項目 

ハード タブレット PC ■安価な端末を選択し、BYOD への対応も視野に入れ、端末費用を軽減 

  電子黒板 ■タッチパネル機能を持たない大型 TV やディスプレイで代替し費用を大幅軽減 

 充電保管庫 （従来モデルと同様） 

  校内サーバ ■機能を無償アプリ等で代替し、スペックを落とすかもしくは廃止することが可能に 

ソフト 文書作成ソフト ■クラウド配信型のソフトウェアや低額アプリへ移行しライスセンス費用を軽減 

  協働教育システム ■ファイル共有サービスやミラーリングツールで代替しライセンス費用を軽減 

  その他教材・学習用アプリ ■無料サービス・アプリ等を積極的に活用しアプリ取得費用を軽減 

  ウイルスソフト （従来モデルと同様） 

  フィルタリングソフト ■クラウド型サービスへ切り替え導入・運用費を削減 

通信 ネットワーク通信費 （従来モデルと同様） 

  端末別データ通信費 ■オフライン利用可能なアプリ利用、家庭でのネットワーク接続費を不要に 

運用保守 ハードウェア保守費 ■校内サーバのスペックを抑えるかもしくは廃止し、保守費を軽減 

  ソフトウェアサポート費 ■サポート不要の無償・低額アプリ・サービスを積極的に導入しサポート費を軽減 

  ICT 支援員人件費 ■学校での現地サポート負荷を減らし、学校常駐から巡回/遠隔サポートへ切替 

工事 校内 LAN 等工事費 （従来モデルと同様） 
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 エ）学校 DIY モデルのデメリット・懸案事項 

 ■ 機能的制約 
 無償・低額アプリの利用により、環境整備・運用コストが削減される一方で、学校 DIY モデルで教員

や児童生徒・保護者が利用できる機能には一定の制約が生じる。例えば、児童生徒の学習の進度・理解

度に応じた学習・指導を行うアダプティブラーニングを無償・低コストのアプリの組合せだけで実践す

ることは容易でない。また、このモデルでは協働教育システムの機能を無償・低額アプリの活用により

充足することを想定しているが、フューチャースクール推進事業等で用いられていた協働教育システム

が実装していた教室内情報端末のバッテリー監視や、画面ロック機能等までは充足できない。本モデル

の導入に際しては、こうした制約を十分理解しておく必要がある。 
 ■ 運用上の負荷 
 このモデルを採用した場合、学校には相応の運用上の負荷が生じる。まず、どのようなアプリ・サー

ビスを利用するか検討するために、有用なアプリ・サービスについての情報収集が必要である。日常的

に発生する OS・アプリのアップデートや不具合にも、教員がある程度対応できるようになることが望

ましい。こうした情報収集や ICT 環境運用を学校が自立的に実践できるよう、教員に対する情報提供サ

ービス・研修メニューや、ICT 支援員等による巡回・遠隔サポート体制整備も検討すべきだろう。加え

て、児童生徒にもクラウドストレージの容量等、ICT 環境の制約を意識しながら学習することが求めら

れる点に注意が必要である。 
 ■ 情報セキュリィ上のリスク 
 このモデルでは、インターネット上のクラウドストレージに様々なデータを保存することを想定して

いるが、その際、通信やデータの暗号化等の厳重なセキュリティ対策を行うことは想定していない。従

って、他のモデルと比較して情報漏えい等のセキュリティ上のリスクにさらされる可能性は高まる。機

密性の高い個人情報はクラウド上に保存しないなど、運用面で工夫しながら ICT 環境を利用することが

必要となる。 
 

４．ICT 利活用教育の全国展開に向けた各モデルの位置付け 
 上記で確認した教育委員会クラウドモデル、学校 DIY モデルの内容と、それぞれのメリット・デメリ

ットを考慮すると、各モデルは ICT 利活用教育の全国展開に向けて下記の図 7 のように位置づけられ

ると考える。 
 ICT 利活用教育の本格的な普及・展開においては、導入・運用コストが従来よりも抑えられ、標準化

された技術体系の下で高度な利活用と安定した運用が可能な教育委員会クラウドモデルを適用するこ

とが望ましいと考えられる。しかし、上述のとおりその実証・標準化には一定の時間を要し、実現はし

ばらく先となる。 
それまでの期間には、一部自治体により、既に過去の実証事業によりガイドラインの整備された従来

型実証モデルをベースとした ICT 環境整備・利活用が進むとみられる。こうした自治体は、運用途中で

無償・定額サービスを利用してコスト負担の軽減を図るとともに、国・業界団体による実証や標準化動

向を踏まえて、教育委員会クラウドモデルへの移行を検討するとよいだろう。 
ただし従来型実証モデルに沿った ICT 環境整備のコストは大きく、その負担に耐えられない自治体も

あると見られる。そうした自治体は、まず学校 DIY モデルの適用により、予算制約下で可能な範囲で環

境整備・利活用を進めるべきと考える。学校 DIY モデルは教員・児童生徒の運用負荷が大きい難点があ

るが、取組みを進める過程で、ICT リテラシーが育まれる効果が期待できる。教員・児童生徒が自ら ICT
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を使いこなす力を身につけた上で教育委員会クラウドモデルへ移行することにより、より効果的な ICT
利活用教育の実践が可能になると考えられる。また、学校 DIY モデル下で運用が円滑に行われている場

合は、そのまま同モデルによる ICT 利活用教育を継続する選択肢もありうる。 
 

ICT環境整備モデル
年度

一
人
一
台
情
報
端
末
環
境
の
全
国
展
開
の
実
現

～2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

従来型
実証モデル

教育委員会
クラウドモデル

学校DIYモデル

本格的普及・展開国・業界団体による実証・標準化

一部学校
における実践

学校への普及・展開
一部学校

における実践

過渡期の
モデルとして活用

本格的普及・展開
モデルとして活用

一部自治体による
導入・展開

国・自治体等
による実証

段階的に
他モデルへ移行

無償・低額サービス
の部分的活用

クラウドモデル
への移行

 

図 7 ICT 利活用教育の全国展開に向けた各モデルの位置付け 

 

今後 ICT 環境整備・利活用に本格的に取組む学校・自治体は、上記のような各モデルの位置付けを念

頭におきつつ、どのような道筋で 1 人 1 台情報端末環境の整備・利活用を実現するか検討するべきと考

える。 
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